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お知らせ
文書配布日の変更につい
て
12月第4週の文書配布日は
次のとおりです。
●配布日 12月26日（水）
問 総務課 TEL（0771）
68-0002

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください
赤十字血液センターの採血
車による献血と骨髄ドナー登
録会を実施します。人の生命
を救える大切な献血です。多
くの方のご協力をお願いしま
す。
●日時 12月26日（水）午前
10時～11時30分、午後0
時30分～3時30分
●場所 国際交流会館
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

年末年始に係る閉庁・休業のお知らせ
●市役所（支所を含む）
12月29日（土）
～平成31年1月3日（木）
※期間中は、通常の休日と同様に日宿直での対応となります。
問 総務課 TEL（0771）
68-0002
●社会教育施設・社会体育施設
施設名
園部公民館、八木公民館、日吉町
生涯学習センター、美山文化ホー
ル
中央図書館、八木図書室、日吉図
書室、美山図書室、文化博物館
日吉町郷土資料館

年末年始の休業日

12月28日（金）～
平成31年1月4日（金）

12月27日（木）～
平成31年1月5日（土）
12月25日（火）～
平成31年1月5日（土）
各社会体育施設、各学校体育施設 12月28日（金）～
（園部町内）
平成31年1月4日（金）
※12月24日（ 月 ）～ 平 成31
年1月9日（水）の間は、夜間
使用（午後5時以降）を休止し
ます。
※園部海洋センターは、施
設改修のため平成31年1月
から当面の間、休館します。
詳細が決まり次第、お知ら
せします。
各社会体育施設（八木・日吉・美 12月28日（金）～
山町内）
平成31年1月4日（金）
各学校体育施設（八木・日吉・美 12月25日（火）～
山町内）
平成31年1月7日（月）
問 社会教育課 TEL（0771）
68-0057
●国際交流会館
12月29日（土）～平成31年1月3日
（木）
※年内のホール・会議室などの一般利用は、12月27日（木）まで
です。
問 国際交流会館 TEL（0771）
63-1777
●園部女性の館
12月28日（金）
～平成31年1月7日（月）
問 園部女性の館 TEL（0771）
63-2986

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653
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平成30年度市有地売払い（一般競争入札）について

種別 土地 土地

市有地を一般競争入札により売払います。
一般競争入札とは、複数の参加者が価格を競い合い、南丹市
があらかじめ決めた価格（予定価格）以上で最も高い価格をつけ
た方に購入していただく方法です。この入札に参加するために
は、事前に参加申請が必要です。
入札参加希望の方は、監理課および各支所地域推進課に備え
付けの
「平成30年度（第1回）南丹市市有地売払い一般競争入札実
施要領」をご確認の上、お申し込みください。なお、実施要領は
市ホームページでもご覧いただけます。
●売払い物件一覧
物件
面積
予定価格
物件の所在
地目
番号
（㎡） （万円）
京都府南丹市園部町木
1号
宅地
479.34
661
崎町中川端10番14
京都府南丹市八木町南
2号
雑種地
485
340
広瀬川端1番1
※昨 年度も入札を行いましたが、落札者が無かったため予定価
格を見直しました。
●受付期間 11月30日（金）～平成31年1月15日
（火）
午前9時～午後5時 ※土・日・祝日は除く。
●受付場所 市役所本庁1号庁舎2階 監理課
●入 札日時・場所 平成31年1月28日（月）・市役所本庁2号庁
舎3階301会議室
問 監理課 TEL（0771）
68-0086

医療従事者の届け出について
今年は、医療に関する資格を有する方の届け出の年となって
います。この届け出は、関係法令により、2年ごとに12月31日
現在の就業状況などを届けていただくもので、医療および公衆
衛生行政を進める上で重要な資料となります。該当される方は、
必ず平成31年1月15日
（火）までに届け出を済ませてください。
●届け出先など
資格などの区分
届け出先
全ての医師、歯科医 住所地または就業地のいずれか最寄りの保
師、薬剤師
健所
保健師、助産師、看 就業地が亀岡市、京都府南丹保健所企画調
護師、准看護師、歯 南 丹 市、 京 丹 波 整室
TEL（0771）
科 衛 生 士、 歯 科 技 町の方
62-4752
工 士 で12月31日 現 就業地が京都市 京都府健康福祉部医療課
TEL（075）
414-4746
在、府内を就業地と 内の方
して業務に従事して 就業地が上記以 就業地の最寄りの保健所
外の方
いる方
問 京都府南丹保健所企画調整室 TEL（0771）
62-4752
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問 ＝申込・問合せ先

禁煙協力施設ステッカー
を交付します
受動喫煙防止対策の一環と
して、建物内や敷地内禁煙に
取り組まれている施設（店舗）
に、協力施設ステッカーをお
渡 し し て い ま す。 希 望施 設
（店舗）は、市ホームページに
名称を掲載しています。この
度、新たに協力いただける施
設（店舗）を募集します。建物
内や敷地内禁煙に取り組んで
おられる施設（店舗）がある場
合はお申し込みください。
●申込方法 電話でお申し込
みください。後日、申請書
を送付します。
●その他 既にステッカーを
交付している施設（店舗）は
申請不要ですが、申請内容
に変更があった施設（店舗）
は、お問い合わせください。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

平成31年南丹市成人式
開催のお知らせ
南丹市成人式を次のとおり
開催します。
●日 時 平 成31年1月13日
（日） 午後1時30分 （受
付：午後0時30分）
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●内容 式典、記念写真撮影、
懇談会
●対象者 市内在住および出
身などの新成人（平成10年
4月2日～平成11年4月1日
生まれ）
※出欠の回答は必要ありませ
ん。
●主催 南丹市、南丹市教育
委員会
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

歩行型除雪機による事故
を防ぎましょう

障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について
＜障害者控除＞
所得税および住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳
をお持ちでなくても、65歳以上の方で、
「寝たきり状態にある高
齢者」、
「 認知症のある高齢者」など、一定の要件に該当する場合
は障害者控除（特別障害者控除）の対象となる場合があります。
控除を受けるには、申請により「障害者控除対象者認定書」の
交付を受け、申告の際に提示していただく必要があります。
●対象者 市内在住の65歳以上の方で、次の①～⑤のいずれか
に該当する方
認定区分

認定要件
①身体障がいの程度の等級表の3級～6級に準ずる障
がいがあること
障がい者
②知 的障がいの程度の判定基準の軽度または中度に
準ずる障がいがあること
③身体障がいの程度の等級表の1級または2級に準ず
る障がいがあること
特別
④知 的障がいの程度の判定基準の重度に準ずる障が
障がい者
いがあること
⑤寝たきりの状態にあること

※控 除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医
意見書、認定調査票により市が判断します。
●申 請方法 高齢福祉課または各支所市民生活課の窓口で申請
してください。審査の上、後日「障害者控除対象者認定書」を
郵送で交付します。
＜大人用おむつ代の医療費控除＞
大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、医師
の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、次の①②
両方に該当する方は、市が交付する「おむつ使用確認書」で申告
することができます。
①おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降の方
②介 護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書
中に「寝たきりの状態」かつ「尿失禁（の可能性）がある」の記載
が確認できる場合
※初 めておむつ代の医療費控除を受けられる方は、かかりつけ
の医療機関にお問い合わせください。
●申 請方法 高齢福祉課または各支所市民生活課の窓口で申請
してください。審査の上、後日「おむつ使用確認書」を郵送で
交付します。
問 高齢福祉課 TEL（0771）
68-0006

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

毎年、雪のシーズンになる
と除雪機による事故が多発し
ています。除雪機を使う際に
は、次の点に注意して操作し
ましょう。
●注意点
①作業を行う前に必ず取扱説
明書をよく読んで、正しい
使い方を理解しましょう。
②雪 詰 ま り を 取 り 除 く と き
は、必ずエンジンを停止し、
回転部（オーガ、ブロワ）が
完全に停止してから雪かき
棒を使って行いましょう。
③回転部に近づくときは、必
ずエンジンを停止し、回転
部が完全に停止してから作
業を行いましょう。
④後進時は、転倒したり挟ま
れたりしないよう、足元や
後方の障害物には十分注意
しましょう。
⑤除雪作業中は、雪を飛ばす
方向に人や車、建物がない
ことを確認しましょう。ま
た、除雪機の周りには絶対
に人を近づけないようにし
ましょう。
⑥安全装置が正しく作動しな
い状態では使用しないよう
にしましょう。また、安全
装置を意図的に解除した
り、故障を放置したままで
使用しないようにしましょ
う。
問 除雪機安全協議会
TEL（03）
3433-0415

〒 ＝郵便番号・住所
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フランス刺繍サークルの
会員を募集します

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

このたび、京都府から地域
医療支援病院の承認を受けま
した。今後、組合議会の承認
を得た上で、初診時に紹介状
をお持ちでない方の選定療養
費を以下の通り改定する予定
です。今後も地域医療の発展
に貢献できるよう、一層努力
してまいりますので、ご理解
いただきますようお願いしま
す。
●選定療養費（消費税含む）
平成30年12 平 成31年1
月31日まで 月1日から

手作りのぬくもりのある
フランス刺繍を楽しみませ
んか。楽しくお話をしなが
ら、チクチクと色糸を刺し
て、作品を作ります。興味の
ある方は活動日に見学して
いただけます。
●活 動 日 毎 月 第1・3水 曜
日 いずれも午後1時30分
～3時30分
●場所 八木公民館学習室2
●対象 市内在住、在勤の成
人
●会費 2,300円（月額）
●申 込 方 法 八 木 公 民 館 へ
来館、電話、FAXのいずれ
かでお申し込みください。
問 八木公民館
（月・祝日休館）
TEL（0771）
42-3132
FAX（0771）
42-3133

京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
します。お気軽にご利用くだ
さい。
【無料】
●日 程 ①平成31年1月8日
（火）、②22日（火）
●時 間 いずれも午後1時〜
4時
●場 所 日程①八木公民館1
階和室、日程②市役所美山
支所1階小会議室
●定員 6人（先着順）
※1人30分以内
●申込方法 前日の正午まで
に、電話でお申し込みくだ
さい。
問 総務課 TEL（0771）
68-0002

医科 歯科

京都中部総合医療セン
ターからのお知らせ

2,160円

5,400円

2,160円

3,240円

問 京都中部総合医療センター

医事課
TEL（0771）
42-2510

林業退職金共済制度の退
職金請求について
林業の仕事に従事されたこ
とがあり、当時、林業退職金
共済制度に加入していた、も
しくは加入していたかもしれ
ない方で、退職金請求手続き
をした心当たりのない方は、
お気軽にお問い合わせくださ
い。また、被共済者に確実に
退職金を受け取っていただく
ため、現況調査やアンケート
調査を実施していますので、
ご協力をお願いします。
※詳しくはホームページでも
案内しています。
問 独立行政法人勤労者退職金
共済機構 林業退職金共済
事業本部
TEL（03）
6731-2889
HP http://www.rintaikyo.
taisyokukin.go.jp/
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相談会
身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日 時 平 成31年1月8日
（火）午後1時〜2時30分
●場 所 亀 岡 市 役 所 市 民 ホ
ール
●巡回医師 整形外科医
●内 容 補 装 具 交 付 お よ び
修理に係る判定と医療相
談
●持 ち物 身体障害者手帳、
使用中の補装具、印鑑（支
給申請が必要な場合に使
用）
●申 込方法 12月27日（木）
までに電話でお申し込み
ください。
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

問 ＝申込・問合せ先

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します
京都府ナースセンターは看
護職を対象とした無料職業相
談所で、隔月で出張相談を実
施しています。
【無料】
●日 時 平 成31年1月9日
（水）午前9時30分〜正午
●場所 ハローワーク園部
●対 象 看護職（保健師、助
産師、看護師、准看護師）
●内容 就業相談、再就職の
ための研修案内、悩み相談
※当日受付（予約不要）
問 京都府ナースセンター
TEL（075）
222-0316

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

新刊図書のご案内

子育て支援

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

子ども子育て支援に関す
るニーズ調査のお知らせ

＜一般書＞
◆よくわかる手相（仙乙恵美花監修）◆「死」とは何か（シェリー・
ケーガン）◆人生はどこでもドア（稲垣えみ子）◆わたしの町は戦
場になった（ミリアム・ラウィック、フィリップ・ロブジョワ）
◆100万円で家を買い、週3日働く（三浦展）◆おしゃれにグレイ
ヘア◆脳科学者の母が、認知症になる（恩蔵絢子）◆DIYでストー
ブを作る◆電波の疑問50（早川正士）◆帯を切らずにつくれるか
んたん作り帯（和らく会）◆ご飯の炊き方を変えると人生が変わ
る（真崎庸）◆具だくさんおにぎり（中村美穂）◆発酵おやつ（山田
奈美）◆ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子（稲田多佳子）◆農
家の台所から（Farmer's KEIKO）◆写真でわかる野菜・果樹の病
害虫防除（草間祐輔）◆フランスの美しい配色（ナイスク編）◆名
馬たちに教わったこと
（武豊）◆好日日記（森下典子）◆手をつな
いだままさくらんぼの館で（令丈ヒロ子）◆ダンデライオン（中田
永一）◆雨上がりの川（森沢明夫）◆英語は「英語で学ぶ」とうまく
いく
（西ジェームス）◆朝ごはんと俳句365日（船団の会編）◆満
洲ラプソディ（江宮隆之）◆無事に返してほしければ
（白河三兎）
◆どんまい（重松清）◆最終標的（笹本稜平）◆ねじれびと（原宏
一）◆先生、ちょっと人生相談いいですか？（瀬戸内寂聴、伊藤
比呂美）
＜児童書＞
◆これがオリンピックだ（舛本直文）◆ポケモン空想科学読本1
（柳田理科雄）◆深海のサバイバル（ゴムドリco．）◆距離型キッズ
おり紙ヒコーキ（戸田拓夫）◆魔女パールと幸運の8つの宝石（あ
んびるやすこ）◆魔女ののろいアメ（草野あきこ）◆おはなしどう
ぶつえん（さいとうしのぶ）◆謎解きカフェの事件レシピゆめぐ
るま（田村理江）◆クリスマスのあかり（レンカ・ロジノフスカー）
◆どうぶつ四字熟語えほん（石井聖岳）
＜絵本＞
◆のりものなあにかな
（はせがわさとみ）◆いちにちなぞのいき
もの（ふくべあきひろ）◆ぜったいぜったいあけちゃダメッ！！
（アンディ・リー）◆クヌギくんのぼうし（古沢たつお）◆はずか
しがりやのしろうさちゃん（田島かおり）◆まめつぶこぞうパ
トゥフェ（宇野和美）◆ゆうなとスティービー（堀米薫）◆おばあ
ちゃんのおくりもの（キャリー・ガラッシュ）◆こすずめとゆき
（深山さくら）◆くろいの（田中清代）
問 中央図書館 TEL（0771）
68-0080
問 八木図書室 TEL（0771）
68-0027
問 日吉図書室 TEL（0771）
68-0036
問 美山図書室 TEL（0771）
68-0046

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

南丹市子ども・子育て支援
事業計画の計画期間が満了と
なることから、次の計画策定
に向けて、ご家庭の子育て状
況や市の取り組みに対するご
意見をお聞かせいただく、子
ども・子育て支援に関するニ
ーズ調査（アンケート）を実施
します。ニーズ調査が届いた
保護者の皆さんは、ご協力を
お願いします。
●調査対象
①市内在住の就学前のお子さ
んの保護者（就学前児童用
アンケート）
②市 内在住の小学1〜4年生
のお子さんの保護者
（小学
生児童用アンケート）
※ニーズ調査は子育て支援課
が郵送します。
※きょうだいがいるご家庭に
は、重複しないよう下のお
子さん宛に送付します。
※
「就学前のお子さん」と「小
学１〜４年生のお子さん」
それぞれにきょうだいがい
るご家庭には2種類のニー
ズ調査を送付します。
●提 出方法 12月28日（金）
までに、ニーズ調査を同封
の返信用封筒に入れて投函
するか、子育て支援課また
は各支所市民生活課へご提
出ください。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

〒 ＝郵便番号・住所

第310号
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子育て支援（催し）
子育てすこやかセンター
１月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 事前に来所また
は電話でお申し込みくださ
い。
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
●集 合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
＜冬休みのお知らせ＞
12月29日（土）〜平成31年
1月6日（日）は休館します。
＜子育て講座＞
●日 時 平 成31年1月10日
（木） 午前10時30分 〜11
時30分
●内容 保健医療課栄養士に
よる「体にやさしい食事の
ポイント〜バランスのよい
お弁当作りのコツ〜」
＜子育て広場１歳〜＞
●日 時 平 成31年1月11日
（金） 午前10時30分 〜11
時30分
●内容 ふれあい遊び ほか
＜お話会＞
●日 時 平 成31年1月16日
（水）
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日 時 平 成31年1月18日
（金） 午前10時30分 〜11
時30分
●持ち物 バスタオル
＜子育て広場０歳〜＞
●日 時 平 成31年1月24日
（木） 午前10時30分 〜11
時30分
●内容 ふれあい遊び ほか
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日 時 平 成31年1月25日
6
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（金） 午前10時30分 〜11
時30分
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

催し
クリスマス・ライトアッ
プを開催します
園部公園のホワイトロー
ズ・イルミネーションと国際
交流会館の色鮮やかなライト
アップで、クリスマスガーデ
ンを演出します。皆さんお誘
い合わせてご来場ください。
●期間 12月19日
（水）～12
月25日（火）
●点 灯時間 平日：午後5時
～8時、土・日・祝日：午
後5時～9時
●場所 園部公園および国際
交流会館
●来場者特典 素敵なライト
アップ写真を投稿された方
の中から、抽選でじゅうい
ちくんぬいぐるみを11人
の方にプレゼントします。
●応 募方法 12月28日（金）
までに、メールで応募して
ください。
問 南丹市情報センター
TEL（0771）
63-1777
sictv＠sic.cans.ne.jp

郷土資料館体験講座しめ
縄づくりの参加者募集
しめ縄づくりを通して伝統
文化を学びます。自分で作っ
たしめ縄で新しい年を迎えま
せんか。お昼には餅つきを予
定しています。親子での参加
をお待ちしています。
●日時 12月23日（日・祝）
午前10時～午後3時
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●費用 500円
※別途入館料が必要です。
問 ＝申込・問合せ先

 館 料： 大 人200円、 高
入
校・大学生150円、小中学
生100円
●定員 15人程度（先着順）
●申 込方法 12月22日（土）
までに、電話またはFAXで
お申し込みください。
問 日吉町郷土資料館
（月・火・
水曜日休館）
TEL（0771）
68-0069
FAX（0771）
72-1130

明智光秀と南丹市・京丹
波町のパネル展を開催
明智光秀を主人公にした
2020年 の 大 河 ド ラ マ「 麒 麟
が来る」が決定しました。
これを機に、明智光秀ゆか
りの地を紹介するパネル展を
開催しています。ぜひこの機
会にご覧ください。
●期間 12月27日（木）まで
●場 所 園部公民館1階ロビ
ー
※都合により予告なく終了す
る場合があります。
問 南丹市歴史探勝会
TEL 090-3032-8453

第27回新春席書大会の
参加者を募集します
新しい年を迎え、すがすが
しい気持ちで書き初めにチャ
レンジしてみませんか。文化
協会の書道の先生や会員がア
ドバイスします。ご家族や団
体での参加も大歓迎です。
【無
料】
●日 時 平 成31年1月12日
（土） 午前10時～正午（受
付：午前9時30分～）
●場 所 園部公民館3階大研
修室
●対 象 小学生以上（未就学
児は保護者同伴なら可）
※テーマは当日発表します。
●持ち物 筆、文鎮をお持ち
の 方 は ご 持 参 く だ さ い。
（その他は主催者が準備し
ます）
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●申 込方法 12月27日（木）
までに、住所、氏名、電話
番号、参加部門を、来館、
郵送、Eメール、FAXのい
ずれかで、お申し込みくだ
さい。
※当日参加も可能ですが、準
備の都合上、できるだけ事
前にお申し込みください。
●その他 作品は平成31年1
月25日（金）まで、園部公
民館ロビーに展示します。
問園
 部町文化協会事務局（園
部公民館内）
（月・祝日休
館）
TEL（0771）
63-5820
FAX（0771）
63-2850
b e-syakai@city.nantan.
lg.jp
〒 622-0014 南 丹 市 園 部 町
上本町南2-22

南丹市国際交流協会から
のお知らせ
社会人対象の英会話教室の
受講生を募集します。どのコ
ースも全て英語で授業を行い
ますので、自然と英会話が身
に付きます。自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。
＜英語リフレッシュコース
（入門）＞
中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」し
ながら簡単な英会話に挑戦し
ましょう。
●日 時 平 成31年1月16日
～3月20日までの毎週水曜
日 午後7時～8時30分
●内 容 ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場 所 国際交流会館3階研
修室
●参 加費 7,000円（全10回
分）※初回に徴収します。

＝メールアドレス

＜社会人英会話講座（初級）＞
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日 時 平 成31年1月18日
～3月22日までの毎週金曜
日 午後2時～3時30分
●内 容 ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所 八木公民館第３集会
室
●参 加費 7,000円（全10回
分）※初回に徴収します。
＜日常英会話講座（中級）＞
日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●日 時 平 成31年1月15日
～3月19日までの毎週火曜
日 午後7時～8時30分
●内 容 ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場 所 園部公民館3階会議
室
●参 加費 8,000円（全10回
分）※初回に徴収します。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方およ
び会員
●定員 各コース10人（先着
順）
●申込方法 希望教室、住所、
氏名、年齢、電話番号、当
日連絡先（携帯電話番号な
ど ）を 電 話、FAX、Eメ ー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
●後援 南丹市教育委員会
問 南丹市国際交流協会
TEL（0771）
63-1840
※火 ～ 金 の 午 後0時30分 ～4
時30分
FAX（0771）
63-1841
nantania@office.zaq.jp

HP ＝ホームページアドレス

南丹市女性会
「陽だまりコ
ンサート」
を開催します
河鹿合唱団の歌声を聴きな
がら心安らぐひとときを過ご
しましょう。
●日 時 平 成31年1月19日
（土）午後2時～（受付：午
後1時30分～）
●場所 園部公民館
※昨年と場所が異なります。
●定員 50人（先着順）
●参加費 300円（コーヒー、
ケーキ付き）※会員は無料
●申 込 方 法 平 成31年1月
11日（ 金 ）ま で に、 氏 名、
電話番号を、電話、FAX、
Eメールのいずれかでお申
し込みください。
問 南 丹市女性会事務局
（園部
公民館内）
（月・祝日休館）
TEL（0771）
63-5820
FAX（0771）
63-2850
b e-syakai@city.nantan.
lg.jp

発達障害支援フォーラム
を開催します
NPO法人設立10周年を記
念して、発達障害の当事者の
講演や支援についての講座を
行い、発達障害のある子ども
たちの将来の生活について考
えます。
●日 時 平 成31年2月11日
（月・祝） 午前9時45分～
午後4時
●場所 ガレリアかめおか
響ホール
●講 師 翻訳家 ニキ・リン
コ さ ん、 株 式 会 社 花 風 社
代表取締役 浅見淳子さん、
洛西愛育園 相談支援員 髙
木恵子さん、有限会社あー
とねっと作業療法士 灘裕
介さん
●参加費 2,500円（資料代）
●主 催 NPO法 人 発 達 障 害
を考える会ぶどうの木
≪裏面につづく≫

〒 ＝郵便番号・住所

第310号
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●後 援 京都府南丹保健所、
南丹市教育委員会、亀岡市
教育委員会、京丹波町教育
委員会
●申込方法 住所、氏名、電
話 番 号、 託 児 ル ー ム の 利
用の有無について、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
問 NPO法人発達障害を考え
る会ぶどうの木
TEL（0771）
86-8029
FAX（0771）
86-8029
n p o b u d o 0 9 0 2 @ p o p p y .
ocn.ne.jp

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜クロスカントリー大会＞
●日時 2月16日（土）
午前10時30分～午後1時
●場所 陸上競技場および園
内のクロスカントリーコー
ス
●内容・対象 園内の起伏に
富んだコースを走ろう
・1.5km（小学生男子・女子、
中学生男子・女子、一般男
子・女子）
・3km（ 中 学 生 男 子・ 女 子、
一般男子・女子）
・ウオーキング（幼児以上）
●参加費 500円
※ウオーキングは無料
●申 込 方 法 平 成31年1月
31日（ 木 ）ま で に、 住 所、
氏名（要ふりがな）、年齢（学
年）、性別、希望種目、電
話番号を、はがき、FAX、
Eメールのいずれかでお申
し込みください。
＜年末年始休園日＞
●休 園日 12月29日（土）～
平成31年1月3日（木）
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-0560
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 丹 波 町 曽 根
崩下代110-7
8
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国際青少年研修協会から
のお知らせ
＜春休み海外研修事業＞
体験を通して国際感覚を養
う事を目的に実施します。一
人で参加される方や、はじめ
て海外へ行かれる方が７割以
上です。仲間づくりからサポ
ートしますので、安心してご
参加ください。
●日 程 平 成31年3月24日
（ 日 ）～4月5日（ 金 ）の6～
11日間
●場所 英国、オーストラリ
ア、カナダ、サイパン、ニ
ュージーランド、フィリピ
ン、カンボジア
●内容 ホームステイ、英語
研修、文化交流、地域見学、
野外活動など
●対 象 小学3年生～高校3
年生
●参加費 25.8～49.8万円
※コースにより、日程や内容、
対象、参加費などは異なり
ます。
●申込締切日 平成31年2月
1日（金）
問 公益財団法人国際青少年研
修協会
TEL（03）
6417-9721
info@kskk.or.jp
HP http://www.kskk.or.jp
〒 141-0031 東京都品川区西
五反田7-15-4 第三花田ビ
ル4階

問 ＝申込・問合せ先

定住促進の取り組み
南丹市では「Uターン I
ターン なんたーん」をキ
ャッチコピーに、定住促進
を目的としたシティプロモ
ーションに取り組んでいま
す。
プロモーション動画やテ
ーマソング、移住希望者向
けの制度などを掲載した定
住ガイドブックを制作しま
したので、ぜひご覧くださ
い。
<動画>
「南丹市へかえろう編」

<テーマソング>
「みんなでなんたーーーー
ん!!」

<定住ガイドブック>
「nancla なんくら」

問 定住・企画戦略課
ＴＥＬ（0771）
68-0003

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

八木・日吉・美山地域情報
南丹市ケーブルテレビのインターネット設備交換工事の
実施について
現在、八木・日吉・美山地域の南丹市ケーブルテレビのインター
ネットサービス加入者様宅の設備（D-ONU）交換工事を進めてい
ます。工事日の調整は、ご案内させていただくほか、工事施工
業者が直接、加入者様などに電話などで連絡させていただくこ
とがあります。電話では、
「南丹市のケーブルテレビ」であること
を明確にお伝えしますので、民間事業者の営業電話と混同され
ませんようご注意ください。
なお、工事に当たる作業員は、南丹市が発行した「作業員証」
を携帯し、
「南丹市ケーブルテレビ作業員」の腕章を身に着けてい
ます。また、今回のD-ONU交換工事に際して、機器代金や工事
費用をいただくことはありません。
●工事実施時期 平成31年3月まで
●工事施工業者 ㈱かんでんエンジニアリング
TEL（0771）
60-9004
●作業員証（南丹市長の公印の押印あり）

南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンな
どのメール機能を活用した
情報配信サービスを行って
います。登録は、送信アド
レス宛てに空メールを送信
いただき、返信されたメー
ルに従い手続きをお願いし
ます。
※迷惑メールの受信拒否設
定などをされている方
は、空メール送信前に送
信元メールアドレスの受
信許可を行ってくださ
い。
＜子ども安心メール＞
市内の幼児や小中学生な
どの保護者向けに不審者や
危険動物の出没などの情報
を配信します。
●空メール送信先
touroku.nantan-edc@
raiden.ktaiwork.jp
QRコード
●受信許可が必要なアドレス
n antan-edc@raiden.
ktaiwork.jp
＜なんたんメール＞
南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度３
以上の地震情報などが発表
された場合、メール配信さ
れます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
en.ktaiwork.jp

●腕章（黄色地に青文字）
南丹市ケーブルテレビ作業員
問 情報政策課

TEL（0771）
68-0066

QRコード
●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt
aiwork.jp
問 情報政策課
TEL（0771）
68-0066

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第310号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（平成30年12月16日〜28日）

◇南丹市情報センター 受付時間：午前8時30分〜午後5時 （月・祝日休業）
TEL（0771）
63-1777 FAX（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
【発行】南丹市情報政策課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653
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